
大会コード 22170011

： 2022年7月9日(土)
： 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場（競技場コード173080）  
： 上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会

長野県教育委員会・一般財団法人長野陸上競技協会　
： 上田陸上競技協会
： 杉崎　憲男
： 細田　和生(トラック)　

内堀　俊彦(フィールド)　

： 横沢　和樹

■この大会で樹立された記録

髙橋 勇翔(3)
越山 遥斗(3)
越山 遥斗(3)
田中 朗真(3)
小松 理紗(2)
川元 唯楓(1)
並木 彩華(3)
竹内 瑞喜(2)
中嶋 杏佳(3)

■グラウンドコンディション

13:00 晴れ 西北西 1.3 28.6 34.9

35.4
12:00 晴れ 東北東 1.0 23.3 56.6

53.1 15:00 晴れ 東南東 1.6 27.1
晴れ 北北西 1.8 26.8 39.2

11:00 晴れ 北西 1.8 26.3

(m/s) (℃) (%)
10:00 曇り 西 2.0 24.0 63.1 14:00

湿度
(m/s) (℃) (%)

湿度 時刻 天候 風向 風速 気温時刻 天候 風向 風速 気温

大会新
07/09 中学女子 4x100mR 決勝 51”61 野沢中 52”27 大会新

52m88 大会新
07/09 一般・高校女子 100m 決勝 12"74 -0.2 松本国際高 12”6(手)
07/09 中学男子 ジャベリックスロー 決勝 54m91 飯山城南中

大会新
07/09 一般・高校男子 100m 決勝 10"52 0.0 信州大 10”79 大会新

13ｍ54 大会新
07/09 一般・高校男子 100m 予選 10"63 ｰ0.7 信州大 10”79
07/09 高校男子 砲丸投(6.000kg) 決勝 14ｍ85 松本国際高

ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 備考
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第74回全信州陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 細田　和生

主催：上田市　上田市教育委員会　上田市体育協会　 跳躍審判長 内堀　俊彦
投てき審判長 内堀　俊彦

【開催日】 2022年7月9日 記録主任 横沢　和樹

【主催団体】 上田市　上田市教育委員会　上田市体育協会　 決勝記録一覧表
(CR:大会新) 男  子 【競技場】 菅平高原スポーツランド陸上競技場　コード173080

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 7/ 9 男子  +0.0 越山 遥斗(3) 10.52 漆戸 柊哉(3) 10.94 船本 力生(2) 11.04 宮本 昇舞(2) 11.05 宮坂 匠(3) 11.31 小林 嶺 11.32 由井 晴陽(2) 11.35
100m 信州大 CR 諏訪二葉高 長野高 長野工業高 諏訪二葉高 長野高専AC 野沢南高

 7/ 9 大木咲翔(2) 51.11 塚田 要(2) 52.10 中澤 歩希(2) 52.11 織茂 大地 52.74 矢澤 悠哉 54.76 岩村 楽都(2) 54.84 由井 晴陽(2) 56.23
400m 上田西高 野沢南高 松本国際高 松本国際AC 諏訪市陸協 市立長野高 野沢南高

 7/ 9 金森 柊弥(2) 4:17.94 土屋 聖瑛(2) 4:18.69 柏木健太(1) 4:23.10 金子倖大(1) 4:23.58 新井拓実(2) 4:28.04 中澤 大夢(2) 4:28.54 秋山 大貴(2) 4:28.56 藤森大和(1) 4:31.98
1500m 佐久平総合高 野沢南高 上田西高 上田西高 上田西高 長野俊英高 長野西高 上田西高

 7/ 9 甘利 大祐 15:46.26 小山 祐太 16:05.53 小池 勇飛 16:15.53 牧内 祥広 16:21.80 小林 敏明 16:24.38 柳澤 瑞樹 16:25.80 新津 大地 16:39.34 小宮山 亮太 16:43.87
5000m ｺﾄﾋﾗ工業 ｺﾄﾋﾗ工業 千曲市陸協 腰越JSC 上田陸協 上田陸協 上田陸協 上田陸協

 7/ 9  -1.0 大木咲翔(2) 16.75 松澤 虎太郎(2) 17.13
110mH(1.067m) 上田西高 長野工業高

 7/ 9 中村 伊吹(3) 2.00 鷲尾 雄飛(1) 1.70 松澤 尚弥(3) 1.70 大澤 慶記(3) 1.70 飯田 更(2) 1.50 山﨑 琳太郎(1) 1.50
走高跳 松本国際高 市立長野高 松本国際高 長野高 佐久平総合高 長野西高

 7/ 9 中谷 息吹(3) 4.50 伊藤 拓也 3.80 北村 櫂(2) 3.20 藤田 太陽(1) 2.40
棒高跳 松本国際高 ｻﾝ工業 丸子修学館高 長野工業高

 7/ 9 宮本 昇舞(2) 6.98(-1.4) 荒井 陽呂実(2) 6.85(+0.2) 佐藤 智哉(2) 6.78(-1.0) 柿澤 一護(1) 6.53(-1.8) 若林 圭汰(2) 6.46(0.0) 小山 和馬(3) 6.44(0.0) 栁澤 孔軌(2) 5.95(0.0) 筒木 順(2) 5.80(0.0)
走幅跳 長野工業高 飯山 諏訪理科大 長野俊英高 信州大 信州大 野沢南高 松本国際高

 7/ 9 佐藤 智哉(2) 13.03(+0.8) 筒木 順(2) 12.96(+0.1) 林 瑞己(1) 12.08(+0.2) 栁澤 孔軌(2) 11.51(+1.0)
三段跳 諏訪理科大 松本国際高 松本国際高 野沢南高

 7/ 9 上條 健 6.61
砲丸投(7.260kg) ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 7/ 9 笹野 弘充 37.83 上條 健 19.22
円盤投(2.000kg) 上田市陸協 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 7/ 9 矢ヶ崎 奨 59.24 斉藤 元気 52.14 伊藤 文 47.70 梶川 新(3) 47.18 村越 香弥(2) 43.61 松澤 尚弥(3) 42.44 鶴見 冬馬(2) 36.56 出浦 榛希(3) 35.17
やり投(800g) 上田信金 上田市陸協 長野市陸協 松本国際高 長野大 松本国際高 松本美須々ヶ丘 松本美須々ヶ丘

 7/ 9 中学男子  -1.4 山浦 珠宇(3) 11.94 戸田 雅大(3) 12.02 中村 一輝(3) 12.08 宮本 英宗(3) 12.17 高橋 斗真(3) 12.32 藤木 夏希(3) 12.45 須田 岳琉(2) 12.47 星沢 陽樹(3) 12.59
100m 望月AC 裾花中 真田ｸﾗﾌﾞ 裾花中 若穂中 飯山城南中 野沢中 若穂中

 7/ 9 服部 真仁(3) 9:44.69 三橋 大翔(3) 10:04.63 清水 颯太(2) 10:09.85 黒木 玲雄(1) 10:12.38 竜野 誠一郎(2) 10:24.63 鈴木 士愛(2) 10:36.98 金井 瑛斗(1) 10:40.14 伊東 輝(3) 10:58.11
3000m 飯山城南中 木島平中 上田第五中 真田ｸﾗﾌﾞ 上田第五中 木島平中 真田ｸﾗﾌﾞ 小諸東中

 7/ 9  -1.8 甘利 悠馬(3) 17.33 須田 岳琉(2) 17.43 橋詰 蓮平(2) 17.45 米田 太一(1) 18.84 宮下 徹久(2) 19.93
110mH(0.914m) 野沢中 野沢中 野沢中 裾花中 上田第五中

 7/ 9 甘利 悠馬(3) 1.70 清野 侑弘(3) 望月AC 1.55 米田 太一(1) 1.45 昆 幸成(1) 1.40 東海林 悠晴(2) 1.35
走高跳 野沢中 橋詰 蓮平(2) 野沢中 裾花中 東御東部中 野沢中

 7/ 9 奥 直也(3) 3.60 田中 仁(3) 3.30 村山 史穏(3) 2.40 前沢 優成(2) 2.20
棒高跳 原中 原中 上田四中 上田四中

 7/ 9 山浦 珠宇(3) 6.10(+3.0) 田島 一輝(3) 5.67(+2.1) 小林 美海(3) 5.63(+0.5) 藤森 祐吏(2) 5.27(+1.3) 保科 承太郎(3) 5.20(+0.8) 山浦 英純(1) 5.18(+2.5) 清野 侑弘(3) 5.10(+1.4) 遠藤 大志(3) 5.02(+1.7)
走幅跳 望月AC 望月AC 望月AC 諏訪市陸協 望月AC 野沢中 望月AC T&F佐久平

 7/ 9 西川 大観(2) 7.31 伊藤 漣(1) 7.31 北澤 鉄斗(2) 7.13 近藤 優一(2) 4.95
砲丸投(5.000kg) 上田第五中 裾花中 丸子北中 北安松川中

 7/ 9 田中 朗真(3) 54.91 内藤 馨(2) 48.84 田島 一輝(3) 44.00 赤尾 悠斗(2) 41.69 宇都宮 蓮(1) 34.33 佐藤 滉馬(3) 33.65 髙橋 侑悟(1) 31.83 佐藤 陽(1) 27.82
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 飯山城南中 CR 真田ｸﾗﾌﾞ 望月AC 浅間中 軽井沢中 飯山城南中 望月AC 軽井沢中

 7/ 9 裾花中       46.95 望月AC(A)       47.37 若穂中(A)       48.09 東御東部中       48.82 真田ｸﾗﾌﾞ(A)       51.08 上田第五中(B)       51.64 上田第五中(A)       51.91 若穂中(B)       53.24
4×100m 岡村 佳晃(2) 田島 一輝(3) 峰村 夏樹(2) 山浦 伸太郎(2) 花岡 蓮(3) 伊東 吾郎(2) 石田 悠人(2) 竹内 洋平(1)

戸田 雅大(3) 山浦 珠宇(3) 星沢 陽樹(3) 櫻井 滉大(2) 中村 一輝(3) 尾和 昊志朗(2) 青木 虹斗(2) 山岸 悠希(1)
佐藤 大河(3) 清野 侑弘(3) 樋口 亜夢(3) 鬼頭 輝翔(2) 黒木 勇翔(3) 滝澤 颯士(2) 柄澤 洸志(2) 田村 宙輝(1)
宮本 英宗(3) 小林 美海(3) 高橋 斗真(3) 小須田 翔太郎(2) 荻原 蓮(3) 柳澤 旺我(2) 宮下 徹久(2) 宮入 秀虎(2)

 7/ 9 高校男子 髙橋 勇翔(3) 14.85 吉田 藍登(1) 10.72 町田 純一(1) 8.66
砲丸投(6.000kg) 松本国際高 CR 長野西高 大町岳陽高

 7/ 9 田近 資武(3) 33.39 木藤 誉秀阿(2) 27.63 依田 遼(2) 22.75
円盤投(1.750kg) 木曽青峰高 佐久平総合高 野沢南高



予選 7月9日 12:30
決勝 7月9日 14:40

大会記録(CR)                    10.79 中村 颯人                    長野工業高       2019        

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -2.8

 1 村田 穂鷹(2)     12.27  1 塚田 陽音(1)     11.57 
ﾑﾗﾀ ﾎﾀｶ 信州大 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 長野俊英高

 2 滝沢優太(2)     12.58  2 柳澤 剛生(3)     11.85 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 上田西高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾞｳｷ 長野工業高

 3 小林 快聖(1)     12.68  3 上野 聖闘(1)     11.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 諏訪二葉高 ｳｴﾉ ｾｲﾄ 市立長野高

 4 関口 渓瑚(1)     12.76  4 備後 流空(2)     12.19 
ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 上田高 ﾋﾞﾝｺ ﾘｸ 上田高

 5 藤田 太陽(1)     12.78  5 三上 海陽(2)     12.32 
ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾖｳ 長野工業高 ﾐｶﾐ ｶｲﾖｳ 野沢南高

 6 横沢 颯太(2)     12.78  6 青木 陽汰(1)     12.46 
ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ 松本国際高 ｱｵｷ ﾋﾅﾀ 長野俊英高

 7 長岡 旺聖(1)     12.94   小林 優斗(2)      
ﾅｶﾞｵｶ ｵｳｾｲ 長野西高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 木曽青峰高

 8 室賀 庵吏(1)     16.76   小須田 翔(1)      
ﾑﾛｶﾞ ｲｵﾘ 丸子修学館高 ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 野沢南高

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 -0.6

 1 小林 暉弥(2)     11.69  1 木曽 隆大朗(2)     11.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 上田高 ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ 松本国際高

 2 塩原 拓実(2)     11.74  2 鶴見 冬馬(2)     11.61 
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野工業高 ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ 松本美須々ヶ丘

 3 松澤 虎太郎(2)     11.85  3 青山 凌大(1)     11.64 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野工業高 ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 市立長野高

 3 織茂 大地     11.85  4 矢澤 悠哉     11.83 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本国際AC ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 諏訪市陸協

 5 塚田 要(2)     11.91  5 戸枝 篤志(2)     11.84 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南高 ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC

 6 原 裕汰(1)     12.55  6 柴田 莉生(3)     12.00 
ﾊﾗ ﾕｳﾀ 諏訪二葉高 ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ 松本美須々ヶ丘

  相馬 未来(1)       7 松倉 朋樹(1)     12.20 
ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 諏訪二葉高 ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町岳陽高

  下里 直弥       8 風間 優佑(3)     12.62 
ｼﾓｻﾄ ﾅｵﾔ 松本国際AC ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 長野大

[ 5組] 風速 -1.2 [ 6組] 風速 -0.7

 1 宮坂 匠(3)     11.35 q  1 越山 遥斗(3)     10.63 q
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

 2 小林 嶺     11.41 q  2 漆戸 柊哉(3)     11.01 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専AC ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高

 3 成澤優希(1)     11.54  3 宮本 昇舞(2)     11.09 q
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 上田西高 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工業高

 4 宮澤 健人(2)     11.69  4 船本 力生(2)     11.19 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上田高 ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ 長野高

 5 中澤 歩希(2)     11.74  5 由井 晴陽(2)     11.37 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ 松本国際高 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南高

 6 中村 航成(3)     11.78  6 中谷 息吹(3)     11.38 q
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 信州大 ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 松本国際高

 7 山崎 夏月(1)     11.90  7 笠原 諒誓(2)     11.70 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ 諏訪二葉高 ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ 松本美須々ヶ丘

 8 山下智也(1)     12.15   梶川 新(3)      
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田西高 ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 松本国際高

風速 +0.0

 1 越山 遥斗(3)     10.52 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

 2 漆戸 柊哉(3)     10.94 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高

 3 船本 力生(2)     11.04 
ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ 長野高

 4 宮本 昇舞(2)     11.05 
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工業高

 5 宮坂 匠(3)     11.31 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉高

 6 小林 嶺     11.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専AC

 7 由井 晴陽(2)     11.35 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南高

  中谷 息吹(3)      
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 松本国際高

男子

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  1911 8  1164

記録／備考
5   134 4  3124

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1  1794 6  1792

3   136 1   862

2  2513 2  3126
12.778

8  1181 7  1562
12.777

6  1759 5  1567
DNS

7  1100 3  1955
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1176 7  2342

4  1793 6  2521

2   116 8   137

1  1174 3   861

5   134 5  2349

6  1561 4  1671

  147
DNS

3   133 1  2047
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   115 2

4  2617 4   131
大会新

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1913 7  1169

6   143 5  2618

1  2524 3  1560

7  1791 8  1119

DNS

8   137 1  2347

2   135 2  2517

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  2773 6  2511

6  1119

3  1169

5   131
大会新

4  2618

7  1560

1  2517
DNS

8  2617

2   143



予選 7月9日 11:50
決勝 7月9日 14:30

大会記録(CR)                11.3  小林 崇征                    相森中           1993        

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -2.7

 1 清水 颯太(2)     13.77  1 千葉 翔月斗(2)     13.83 
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 上田第五中 ﾁﾊﾞ ｼｷﾄ 裾花中

 2 清水 樹一(1)     13.94  2 相澤 楓芽(3)     13.86 
ｼﾐｽﾞ ｷｲﾁ 東御東部中 ｱｲｻﾞﾜ ﾌｳｶﾞ 若穂中

 3 増田 大誠(1)     14.74  3 山岸 悠希(1)     14.17 
ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｷ 若穂中

 4 竹内 洋平(1)     14.77  4 橋爪 優(1)     14.32 
ﾀｹｳﾁ ﾖｳﾍｲ 若穂中 ﾊｼｽﾞﾒ ﾕｳ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 内藤 竜介(1)     15.03  5 小林 駿之介(1)     14.44 
ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 東御東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾉｽｹ 軽井沢中

 6 湯本 琉星(1)     15.43  6 髙橋 侑悟(1)     14.60 
ﾕﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 木島平中 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC

 7 牧野 拓実(1)     15.87  7 清野 兼宥(1)     14.80 
ﾏｷﾉ ﾀｸﾐ 若穂中 ｷﾖﾉ ｹﾝｳ 望月AC

 8 水澤 英大(1)     16.69  8 山宮 圭貴(1)     14.85 
ﾐｽﾞｻﾜ ｴｲﾀ 木島平中 ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田中

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 -1.3

 1 田村 宙輝(1)     13.80  1 水間 琥珀(2)     12.90 
ﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 若穂中 ﾐｽﾞﾏ ｺﾊｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 柳澤 雄飛(1)     13.89  2 横山 司竜(2)     13.16 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ 東御東部中

 3 佐藤 陽理(2)     13.90  3 遠藤 大志(3)     13.19 
ｻﾄｳ ﾊﾙﾐﾁ 木島平中 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平

 4 内藤 馨(2)     14.21  4 滝澤 颯士(2)     13.21 
ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳｼ 上田第五中

 5 油井 柊磨(1)     14.22  5 伊東 吾郎(2)     13.50 
ﾕｲ  ｼｭｳﾏ T&F佐久平 ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 上田第五中

 6 荒井 裕馬(2)     14.33  6 赤川 清一郎(2)     13.57 
ｱﾗｲ ﾕｳﾏ 北安松川中 ｱｶｶﾞﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 東御東部中

 7 中島 翔生(1)     14.51  7 伊藤 漣(1)     13.59 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲ 野沢中 ｲﾄｳ ﾚﾝ 裾花中

  黒木 玲雄(1)       8 柄澤 洸志(2)     13.61 
ｸﾛｷ ﾚｵ 真田ｸﾗﾌﾞ ｶﾗｻﾜ ｺｳｼ 上田第五中

[ 5組] 風速 -1.9 [ 6組] 風速 -1.3

 1 佐藤 滉馬(3)     12.72  1 手島 颯冴(3)     12.70 
ｻﾄｳ ｺｳﾏ 飯山城南中 ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ 上田第五中

 2 宮入 秀虎(2)     13.17  2 花岡 蓮(3)     12.82 
ﾐﾔｲﾘ ﾋﾃﾞﾄ 若穂中 ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 寺澤 柊羽(1)     13.34  3 掛川 征恭(2)     12.84 
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳﾜ 望月AC ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ 丸子北中

 4 柳澤 旺我(2)     13.43  4 青木 虹斗(2)     12.99 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｳｶﾞ 上田第五中 ｱｵｷ ﾅﾅﾄ 上田第五中

 5 宮下 徹久(2)     13.49  5 岡村 佳晃(2)     13.09 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ 上田第五中 ｵｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ 裾花中

 6 尾和 昊志朗(2)     13.51  6 山浦 英純(1)     13.15 
ｵﾜ ｺｳｼﾛｳ 上田第五中 ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 野沢中

 7 石田 悠人(2)     13.68  7 佐藤 颯音(3)     13.46 
ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 上田第五中 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 若穂中

  西戸 優太(2)      
ﾆｼﾄﾞ ﾕｳﾀ 上田四中

[ 7組] 風速 -2.5 [ 8組] 風速 -1.6

 1 藤木 夏希(3)     12.48 q  1 山浦 珠宇(3)     11.95 q
ﾌｼﾞｷ ﾅﾂｷ 飯山城南中 ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ 望月AC

 2 星沢 陽樹(3)     12.50 q  2 戸田 雅大(3)     12.01 q
ﾎｼｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 若穂中 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 裾花中

 3 菊原 煌生(2)     12.51  3 中村 一輝(3)     12.19 q
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 山浦 伸太郎(2)     12.52  4 宮本 英宗(3)     12.34 q
ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 東御東部中 ﾐﾔﾓﾄ ｴｲﾄ 裾花中

 5 小林 美海(3)     12.53  5 須田 岳琉(2)     12.37 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ 野沢中

 6 峰村 夏樹(2)     12.73  6 高橋 斗真(3)     12.38 q
ﾐﾈﾑﾗ ﾅﾂｷ 若穂中 ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ 若穂中

 7 山下 寛太(2)     12.86  7 樋口 亜夢(3)     12.61 
ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ 上田四中 ﾋｸﾞﾁ ｱﾑ 若穂中

風速 -1.4

 1 山浦 珠宇(3)     11.94 
ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ 望月AC

 2 戸田 雅大(3)     12.02 
ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 裾花中

 3 中村 一輝(3)     12.08 
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 宮本 英宗(3)     12.17 
ﾐﾔﾓﾄ ｴｲﾄ 裾花中

 5 高橋 斗真(3)     12.32 
ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ 若穂中

 6 藤木 夏希(3)     12.45 
ﾌｼﾞｷ ﾅﾂｷ 飯山城南中

 7 須田 岳琉(2)     12.47 
ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ 野沢中

 8 星沢 陽樹(3)     12.59 
ﾎｼｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 若穂中

中学男子

100m

予選 通過基準  8組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1  4397 6  5917

記録／備考
4  4685 4  5727

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  5929 3  4600

8  4422 2  5913

3  5036 5  4184

5  4394 7  4228

7  5025 8  4423

6  5912 1  4185

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  4183 3  4414

6  5918 5  4169

4  4630 6  4686

3  4380 8  4021

7  6770 1  4412

2  4035 4  4672

 4684
DNS

1  4093 7  5728

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  4521 2

1  5338 7  4671
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  4186 3  4493

5  5927 2  4640

4  4678 1  5715

2  4699 5  4670

 5923

8  4683 6  4092

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  4676 4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  4665
DNS

5  5920 3  5756

6  5339 4  4192

7  4405 7  5762

2  4030 5  4641

1  5928 2  5921

3  4189 1  4089

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  4667 6  5924

6  4641

5  5762

3  4192

4  5756

8  4089

1  5920

7  5921

2  5339



予選 7月9日 11:00
決勝 7月9日 13:25

大会記録(CR)     49.9  臼田 正幸                    望月高           1987        

[ 1組] [ 2組]

 1 山下智也(1)     55.12  1 小須田 翔(1)     51.74 q
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田西高 ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 野沢南高

 2 松倉 朋樹(1)     57.03  2 岩村 楽都(2)     53.45 q
ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ 大町岳陽高 ｲﾜﾑﾗ ｶﾞｸﾄ 市立長野高

 3 滝沢優太(2)     57.93  3 矢澤 悠哉     53.94 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 上田西高 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 諏訪市陸協

 4 飯野 隼(1)     58.11  4 由井 晴陽(2)     54.18 q
ｲｲﾉ  ｼﾞｭﾝ 佐久平総合高 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南高

 5 原 裕汰(1)     58.44  5 上野 聖闘(1)     54.81 
ﾊﾗ ﾕｳﾀ 諏訪二葉高 ｳｴﾉ ｾｲﾄ 市立長野高

 6 小林 快聖(1)     58.76   宮崎 陽翔(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 諏訪二葉高 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 上田東

  寺澤 志竜(1)      
ﾃﾗｻﾜ ｼﾘｭｳ 長野工業高

[ 3組]

 1 大木咲翔(2)     52.06 q
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高

 2 中澤 歩希(2)     52.11 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ 松本国際高

 3 塚田 要(2)     52.50 q
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南高

 4 織茂 大地     53.10 q
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本国際AC

 5 中島 優輝(2)     54.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 長野工業高

  中村 駿汰(1)      
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 松本国際高

 1 大木咲翔(2)     51.11 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高

 2 塚田 要(2)     52.10 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南高

 3 中澤 歩希(2)     52.11 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ 松本国際高

 4 織茂 大地     52.74 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本国際AC

 5 矢澤 悠哉     54.76 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 諏訪市陸協

 6 岩村 楽都(2)     54.84 
ｲﾜﾑﾗ ｶﾞｸﾄ 市立長野高

 7 由井 晴陽(2)     56.23 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南高

  小須田 翔(1)      
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 野沢南高

男子

400m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  2047 7   878

記録／備考
2  2773 6  1567

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  1632 8  1560

6  1911 3   137

7   136 4  1830
DNS

3   134 5   862

8  1180
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1561

6   116

4  2774

5  2524

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  1171

7  2501
DNS

6  2524

7   116

記録／備考
5  2774

4  1561

DNS

1  1560

3  1567

2   137

8   878



決勝 7月9日 14:50

大会記録(CR)              4:02.8  安西 一宏                    国士舘大         1978        

 1 金森 柊弥(2)   4:17.94 
ｶﾅﾓﾘ  ｼｭｳﾔ 佐久平総合高

 2 土屋 聖瑛(2)   4:18.69 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 野沢南高

 3 柏木健太(1)   4:23.10 
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 上田西高

 4 金子倖大(1)   4:23.58 
ｶﾈｺ ｺｳﾀ 上田西高

 5 新井拓実(2)   4:28.04 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田西高

 6 中澤 大夢(2)   4:28.54 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 長野俊英高

 7 秋山 大貴(2)   4:28.56 
ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 長野西高

 8 藤森大和(1)   4:31.98 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 上田西高

 9 中澤 太樹(1)   4:33.78 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 野沢南高

10 飯島 千太郎(2)   4:40.47 
ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ 長野高

11 松澤 岳拓(1)   4:42.25 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 大町岳陽高

12 曽我 琉世(2)   4:43.10 
ｿｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 長野俊英高

13 関谷 碧人(1)   4:45.27 
ｾｷﾔ ﾘｸﾄ 長野西高

14 堀内 颯人(1)   4:45.32 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾔﾄ 長野俊英高

15 徳山孝太郎   4:59.09 
ﾄｸﾔﾏ  ｺｳﾀﾛｳ 佐久市陸協

16 丸山 晄佑(1)   4:59.74 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ 長野西高

  矢島 康汰(3)      
ﾔｼﾞﾏ  ｺｳﾀ 諏訪市陸協

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  1626

9  1558

3  1914

5  2783

15  2787

8  3122

10  3041

1  2782

13  1565

16  1118

7  2046

12  3123

14  3043

6  3125

4   136
DNS

17   148

2  3042



決勝 7月9日 15:00

大会記録(CR)            9:10.73 田所 夢太郎                  富士見中         2019        

[ 1組] [ 2組]

 1 服部 真仁(3)   9:44.69  1 増田 大誠(1)  11:08.51 
ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 飯山城南中 ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 三橋 大翔(3)  10:04.63  2 荻原 蓮(3)  11:19.34 
ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 木島平中 ｵｷﾞﾜﾗ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 清水 颯太(2)  10:09.85  3 梨子田 快飛(3)  11:23.68 
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 上田第五中 ﾅｼﾀﾞ ｶｲﾄ 北安松川中

 4 黒木 玲雄(1)  10:12.38  4 楜澤 功大(3)  11:24.08 
ｸﾛｷ ﾚｵ 真田ｸﾗﾌﾞ ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 北安松川中

 5 竜野 誠一郎(2)  10:24.63  5 馬場 煌陽(3)  11:34.05 
ﾀﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 上田第五中 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾖｳ 裾花中

 6 鈴木 士愛(2)  10:36.98  6 小山 颯太(1)  11:34.49 
ｽｽﾞｷ ﾄｱ 木島平中 ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 東御東部中

 7 金井 瑛斗(1)  10:40.14  7 一由 啓太(3)  11:46.36 
ｶﾅｲ ｴｲﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ ｲﾁﾖｼ ｹｲﾀ 裾花中

 8 伊東 輝(3)  10:58.11  8 宮入 慧多(1)  11:53.99 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 小諸東中 ﾐﾔｲﾘ ｹｲﾀ 若穂中

 9 黒木 勇翔(3)  11:08.54  9 樋口 亜夢(3)  11:56.97 
ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾋｸﾞﾁ ｱﾑ 若穂中

10 金井 崚惺(3)  11:35.74 10 清水 瑛太(1)  11:59.85 
ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 真田ｸﾗﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 東御東部中

  諸山 琉生(3)      11 山嵜 太陽(1)  12:22.14 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 小諸東中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 木島平中

  三ﾂ井 悠星(1)      12 小林 春琉(1)  12:22.31 
ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ 飯山城南中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 東御東部中

  猿田 創汰(3)      
ｻﾙﾀ ｿｳﾀ 堀金中

   1 服部 真仁(3) 飯山城南中     9:44.69   1   1
   2 三橋 大翔(3) 木島平中    10:04.63   1   2
   3 清水 颯太(2) 上田第五中    10:09.85   1   3
   4 黒木 玲雄(1) 真田ｸﾗﾌﾞ    10:12.38   1   4
   5 竜野 誠一郎(2) 上田第五中    10:24.63   1   5
   6 鈴木 士愛(2) 木島平中    10:36.98   1   6
   7 金井 瑛斗(1) 真田ｸﾗﾌﾞ    10:40.14   1   7
   8 伊東 輝(3) 小諸東中    10:58.11   1   8
   9 増田 大誠(1) 真田ｸﾗﾌﾞ    11:08.51   2   1
  10 黒木 勇翔(3) 真田ｸﾗﾌﾞ    11:08.54   1   9
  11 荻原 蓮(3) 真田ｸﾗﾌﾞ    11:19.34   2   2
  12 梨子田 快飛(3) 北安松川中    11:23.68   2   3
  13 楜澤 功大(3) 北安松川中    11:24.08   2   4
  14 馬場 煌陽(3) 裾花中    11:34.05   2   5
  15 小山 颯太(1) 東御東部中    11:34.49   2   6
  16 金井 崚惺(3) 真田ｸﾗﾌﾞ    11:35.74   1  10
  17 一由 啓太(3) 裾花中    11:46.36   2   7
  18 宮入 慧多(1) 若穂中    11:53.99   2   8
  19 樋口 亜夢(3) 若穂中    11:56.97   2   9
  20 清水 瑛太(1) 東御東部中    11:59.85   2  10
  21 山嵜 太陽(1) 木島平中    12:22.14   2  11
  22 小林 春琉(1) 東御東部中    12:22.31   2  12
    諸山 琉生(3) 小諸東中 DNS   1    
    三ﾂ井 悠星(1) 飯山城南中 DNS   1    
    猿田 創汰(3) 堀金中 DNS   1    

 5032
 8776
 4297
 5292
 6683

 4390
 4462
 5760
 5915
 5924

 5324
 5049
 4685
 4521
 4695
 5024
 4481
 4296

 4399

 4422
 4520
 4332
 6774
 6798
 5757

DNS
5  6683

DNS

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位

1  4297 12  5032
DNS

2  5292 8  8776

3  4520 4  5924

7  4462 2  4399

13  4481 11  5760

9  4296 6  5915

10  4695 9  5757

4  5024 10  4390

12  4685 3  6774

11  4521 1  6798

所属名 記録／備考
6  5324 5  4422

8  5049 7  4332

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ORD No. 氏  名



決勝 7月9日 10:20

[ 1組] [ 2組]

 1 甘利 大祐  15:46.26  1 新津 大地  16:39.34 
ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ ｺﾄﾋﾗ工業 ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ 上田陸協

 2 小山 祐太  16:05.53  2 小宮山 亮太  16:43.87 
ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ ｺﾄﾋﾗ工業 ｺﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 上田陸協

 3 小池 勇飛  16:15.53  3 山崎 優葵(3)  17:07.64 
ｺｲｹ ﾕｳﾋ 千曲市陸協 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ つくば開成高

 4 牧内 祥広  16:21.80  4 土屋 秀徳  17:08.14 
ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ 腰越JSC ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 上田陸協

 5 小林 敏明  16:24.38  5 荒井 彰平  17:17.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ 上田陸協 ｱﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 千曲市陸協

 6 柳澤 瑞樹  16:25.80  6 武井 湧平  17:27.82 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 上田陸協 ﾀｹｲ ﾖｳﾍｲ 腰越JSC

 7 髙島 健人  16:59.81  7 八反田 浩也  17:37.46 
ﾀｶｼﾏ ﾀｹﾄ 松本市陸協 ﾊｯﾀﾝﾀﾞ ﾋﾛﾔ 上田陸協

 8 児玉 天晴  17:11.64  8 倉嶋 優太  17:39.52 
ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 長野市陸協 ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ ｺﾄﾋﾗ工業

 9 永井 慎也  17:12.89  9 臼井 隆之  18:08.64 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｺﾄﾋﾗ工業 ｳｽｲ ﾀｶﾕｷ 上田陸協

10 伊藤 大生  17:26.88 10 松本 啓吾  18:15.95 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ ｺﾄﾋﾗ工業 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ 千曲市陸協

11 北沢 正親  17:59.41 11 柳原 伸吾  18:21.43 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾁｶ ｺﾄﾋﾗ工業 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 全佐久

  長岡 凌生      12 田村 大和  18:56.84 
ﾅｶﾞｵｶ ﾘｮｳｷ 上田陸協 ﾀﾑﾗ ﾔﾏﾄ 上田陸協

  北原 廉        髙木 孝亮      
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 上田陸協 ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ ｺﾄﾋﾗ工業

   1 甘利 大祐 ｺﾄﾋﾗ工業    15:46.26   1   1
   2 小山 祐太 ｺﾄﾋﾗ工業    16:05.53   1   2
   3 小池 勇飛 千曲市陸協    16:15.53   1   3
   4 牧内 祥広 腰越JSC    16:21.80   1   4
   5 小林 敏明 上田陸協    16:24.38   1   5
   6 柳澤 瑞樹 上田陸協    16:25.80   1   6
   7 新津 大地 上田陸協    16:39.34   2   1
   8 小宮山 亮太 上田陸協    16:43.87   2   2
   9 髙島 健人 松本市陸協    16:59.81   1   7
  10 山崎 優葵(3) つくば開成高    17:07.64   2   3
  11 土屋 秀徳 上田陸協    17:08.14   2   4
  12 児玉 天晴 長野市陸協    17:11.64   1   8
  13 永井 慎也 ｺﾄﾋﾗ工業    17:12.89   1   9
  14 荒井 彰平 千曲市陸協    17:17.62   2   5
  15 伊藤 大生 ｺﾄﾋﾗ工業    17:26.88   1  10
  16 武井 湧平 腰越JSC    17:27.82   2   6
  17 八反田 浩也 上田陸協    17:37.46   2   7
  18 倉嶋 優太 ｺﾄﾋﾗ工業    17:39.52   2   8
  19 北沢 正親 ｺﾄﾋﾗ工業    17:59.41   1  11
  20 臼井 隆之 上田陸協    18:08.64   2   9
  21 松本 啓吾 千曲市陸協    18:15.95   2  10
  22 柳原 伸吾 全佐久    18:21.43   2  11
  23 田村 大和 上田陸協    18:56.84   2  12
    長岡 凌生 上田陸協 DNS   1    
    北原 廉 上田陸協 DNS   1    
    髙木 孝亮 ｺﾄﾋﾗ工業 DNS   2    
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  129
  108

  102
  113
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  121

  117
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  127
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  139

  140
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  123
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  122

記録 備考 組 順位
  104
  105

DNS DNS

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

DNS
4   129 4   108

2   125 5   126

3   107 11   142

13   102 8   141

5   103 9   121

1   145 2   106

12   117 13   128

6   130 12   113

8   123 10   139

10   114 7   127

所属名 記録／備考
7   104 3   124

9   140 6  2631

11   105 1   122

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ORD No. 氏  名



決勝 7月9日 14:15

大会記録(CR)                 15.2  黒岩 敏明                    総合健康ｾﾝﾀｰ     1984        

風速 -1.0

 1 大木咲翔(2)     16.75 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高

 2 松澤 虎太郎(2)     17.13 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野工業高

  中村 駿汰(1)      
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 松本国際高

決勝 7月9日 14:05

大会記録(CR)              14.60 内海 亮平                    上田一中         2019        

風速 -1.8

 1 甘利 悠馬(3)     17.33 
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢中

 2 須田 岳琉(2)     17.43 
ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ 野沢中

 3 橋詰 蓮平(2)     17.45 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 野沢中

 4 米田 太一(1)     18.84 
ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ 裾花中

 5 宮下 徹久(2)     19.93 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ 上田第五中

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

決勝

4  2774

3  1174

2  2501
DNS

中学男子

110mH(0.914m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4081

2  4089

5  4678

4  4088

3  5732



決勝 7月9日 15:55

大会記録(CR)               42.54                              市立長野高       2019        
                                      （常田・小山・曽根・齋藤）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本国際高(B)  2522 竹岡 尚輝(2)     43.70 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ
 2521 木曽 隆大朗(2)

ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 2520 大日向 孝雅(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ
 2524 中澤 歩希(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ
 2   5 長野工業高  1174 松澤 虎太郎(2)     43.79 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ
 1169 宮本 昇舞(2)

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ
 1171 中島 優輝(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 1176 塩原 拓実(2)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 3   2 野沢南高  1564 山浦 雅斗(2)     44.22 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
 1560 由井 晴陽(2)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 1562 三上 海陽(2)

ﾐｶﾐ ｶｲﾖｳ
 1561 塚田 要(2)

ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ
 4   3 上田西高  1911 滝沢優太(2)     45.25 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
 1913 成澤優希(1)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
 2773 山下智也(1)

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ
 2774 大木咲翔(2)

ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ
    6 松本国際高(A)      

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ DNS

男子

4×100m

決勝



決勝 7月9日 15:40

大会記録(CR)                46.06                              浅間中           2019        
                                      （足立・佐藤・藤原・古村）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 真田ｸﾗﾌﾞ(A)  4640 花岡 蓮(3)     51.08  1   2 裾花中  5715 岡村 佳晃(2)     46.95 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｵｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ
 4641 中村 一輝(3)  5756 戸田 雅大(3)

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
 4520 黒木 勇翔(3)  5755 佐藤 大河(3)

ｸﾛｷ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ
 4332 荻原 蓮(3)  5762 宮本 英宗(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾚﾝ ﾐﾔﾓﾄ ｴｲﾄ
 2   4 上田第五中(B)  4672 伊東 吾郎(2)     51.64  2   6 望月AC(A)  4190 田島 一輝(3)     47.37 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ
 4683 尾和 昊志朗(2)  4192 山浦 珠宇(3)

ｵﾜ ｺｳｼﾛｳ ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ
 4686 滝澤 颯士(2)  4191 清野 侑弘(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳｼ ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ
 4699 柳澤 旺我(2)  4189 小林 美海(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｳｶﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ
 3   7 若穂中(B)  5929 竹内 洋平(1)     53.24  3   7 若穂中(A)  5928 峰村 夏樹(2)     48.09 

ﾜｶﾎﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾖｳﾍｲ ﾜｶﾎﾁｭｳ ﾐﾈﾑﾗ ﾅﾂｷ
 5913 山岸 悠希(1)  5920 星沢 陽樹(3)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｷ ﾎｼｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 5918 田村 宙輝(1)  5924 樋口 亜夢(3)

ﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ ﾋｸﾞﾁ ｱﾑ
 5927 宮入 秀虎(2)  5921 高橋 斗真(3)

ﾐﾔｲﾘ ﾋﾃﾞﾄ ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ
 4   3 小諸東中  4307 市川 昊芽(1)     53.34  4   3 東御東部中  4405 山浦 伸太郎(2)     48.82 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｲﾁｶﾜ ｺｳｶﾞ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 4305 池田 広明(1)  4402 櫻井 滉大(2)

ｲｹﾀﾞ ｺｳﾒｲ ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ
 4308 美齊津 凜一(1)  4393 鬼頭 輝翔(2)

ﾐｻｲﾂﾞ ﾘｲﾁ ｷﾄｳ ﾋｶﾙ
 4306 須藤 漣(1)  4410 小須田 翔太郎(2)

ｽﾄﾞｳ ﾚﾝ ｺｽﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 5   5 望月AC(B)  4184 髙橋 侑悟(1)     53.80  5   4 上田第五中(A)  4676 石田 悠人(2)     51.91 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ
 4183 柳澤 雄飛(1)  4670 青木 虹斗(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ ｱｵｷ ﾅﾅﾄ
 4185 清野 兼宥(1)  4684 柄澤 洸志(2)

ｷﾖﾉ ｹﾝｳ ｶﾗｻﾜ ｺｳｼ
 4186 寺澤 柊羽(1)  4678 宮下 徹久(2)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳﾜ ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ
 6   2 真田ｸﾗﾌﾞ(B)  4630 内藤 馨(2)     55.59     5 丸子北中  4496 中島 漸(2)      

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｾﾞﾝ DNS
 4600 橋爪 優(1)  4497 林 雅功(2)

ﾊｼｽﾞﾒ ﾕｳ ﾊﾔｼ ｶﾞｸ
 4422 増田 大誠(1)  4495 北澤 鉄斗(2)

ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾄ
 4481 金井 瑛斗(1)  4493 掛川 征恭(2)

ｶﾅｲ ｴｲﾄ ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ

   1 裾花中     46.95 岡村 佳晃(2) 戸田 雅大(3) 佐藤 大河(3) 宮本 英宗(3)   2   1
   2 望月AC(A)     47.37 田島 一輝(3) 山浦 珠宇(3) 清野 侑弘(3) 小林 美海(3)   2   2
   3 若穂中(A)     48.09 峰村 夏樹(2) 星沢 陽樹(3) 樋口 亜夢(3) 高橋 斗真(3)   2   3
   4 東御東部中     48.82 山浦 伸太郎(2)櫻井 滉大(2) 鬼頭 輝翔(2) 小須田 翔太郎(  2   4
   5 真田ｸﾗﾌﾞ(A)     51.08 花岡 蓮(3) 中村 一輝(3) 黒木 勇翔(3) 荻原 蓮(3)   1   1
   6 上田第五中(B)     51.64 伊東 吾郎(2) 尾和 昊志朗(2)滝澤 颯士(2) 柳澤 旺我(2)   1   2
   7 上田第五中(A)     51.91 石田 悠人(2) 青木 虹斗(2) 柄澤 洸志(2) 宮下 徹久(2)   2   5
   8 若穂中(B)     53.24 竹内 洋平(1) 山岸 悠希(1) 田村 宙輝(1) 宮入 秀虎(2)   1   3
   9 小諸東中     53.34 市川 昊芽(1) 池田 広明(1) 美齊津 凜一(1)須藤 漣(1)   1   4
  10 望月AC(B)     53.80 髙橋 侑悟(1) 柳澤 雄飛(1) 清野 兼宥(1) 寺澤 柊羽(1)   1   5
  11 真田ｸﾗﾌﾞ(B)     55.59 内藤 馨(2) 橋爪 優(1) 増田 大誠(1) 金井 瑛斗(1)   1   6
    丸子北中          DNS 中島 漸(2) 林 雅功(2) 北澤 鉄斗(2) 掛川 征恭(2)   2    

ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

4×100m

決勝

中学男子

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位



決勝 7月9日 13:00

大会記録(CR)                2.10 奥村 剛志                    上田市陸協       2003        

1m90 1m95 2m00 2m03
中村 伊吹(3) - - - - - - - - - o
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 松本国際高 o o xo xxx
鷲尾 雄飛(1) - - - o xo xxo o xxx
ﾜｼｵ ﾕｳﾋ 市立長野高
松澤 尚弥(3) - - - - o - xxo xxx
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高
大澤 慶記(3) - - - - o xo xxo xxx
ｵｵｻﾜ ﾖｼｷ 長野高
飯田 更(2) xo xxo o xxx
ｲｲﾀﾞ  ｻﾗ 佐久平総合高
山﨑 琳太郎(1) o o xo xxx
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野西高

決勝 7月9日 13:00

大会記録(CR)                 1.95 大久保 圭二                  戸倉上山田中     1976        

甘利 悠馬(3)
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢中
清野 侑弘(3)
ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月AC
橋詰 蓮平(2)
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 野沢中
米田 太一(1)
ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ 裾花中
昆 幸成(1)
ｺﾝ ﾕｷﾅﾘ 東御東部中
東海林 悠晴(2)
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｾｲ 野沢中
宇都宮 蓮(1) NM
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾚﾝ 軽井沢中
諸山 琉生(3) DNS
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 小諸東中

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m40 1m45

備考

1 6  2519  2.00

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

2 3   860  1.70

3 5  2509  1.70

1m80 1m85
記録

 1.50

中学男子

走高跳

4 4  1115  1.70

5 1  1634  1.50

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

6 2  1097

1m60 1m65 1m70 1m73 記録 備考1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

 1.55

xxx  1.70

2 5  4191 - - - - o

- - - xo o o1 8  4081 - - -

 4088 - - -

o xx- r

 1.45

 1.55

4 4  5732 o o o xo xxx

- o o xxx2 7

 1.35

 1.40

6 3  4087 o o xxx

xxx5 2  4400 o xo xo

 4227 xxx

     

     

6  4297

1



決勝 7月9日 10:30

大会記録(CR)                 4.70 出川 雄基                    いよだAC         2008        

3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 4m10 4m20 4m30
4m40 4m50 4m60

中谷 息吹(3) - - - - - - - - - -  4.50
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 松本国際高 - - - - - - - - o -

xo o xxx
伊藤 拓也 - - - - - - - - - -  3.80
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業 - - o - xo - xxx

北村 櫂(2) - - - - - - o xo o xxx  3.20
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 丸子修学館高

藤田 太陽(1) - - xxo o xxx  2.40
ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾖｳ 長野工業高

田中 米人 xxx      NM
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

両角 駿介(3) - - - - - - - - - -      NM
ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉高 - - xxx

五味 駿太(1) - - - - - - - - xxx      NM
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 諏訪清陵高

宮下 倖盛 - - - - - - - - - -      NM
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ かもしか倶楽部 - - - - - xxx

決勝 7月9日 10:30

大会記録(CR)                 3.90 安部 公士郎                  原中             2015        

3m40 3m50 3m60 3m70 3m80
奥 直也(3) - - - - - - - - xxo -
ｵｸ ﾅｵﾔ 原中 xxo - o - xxx
田中 仁(3) - - - - xo o o o o o
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 原中 xxx
村山 史穏(3) - o o xo xxx
ﾑﾗﾔﾏ ｼｵﾝ 上田四中
前沢 優成(2) - o o xxx
ﾏｴｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 上田四中

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m80 2m00 3m20 3m30

記録 備考

1 8  2517

2m20 2m40 2m60 2m80 3m00 3m10

2 6   109

3 3  1760

4 2  1181

1   112

決勝

4  2620

5   122

7   101

中学男子

棒高跳

1 4  7897  3.60

2m00 2m20 2m40 2m60 2m80 3m00
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m80 3m10 3m20 3m30
記録 備考

4 1  4666  2.20

2 3  8682  3.30

3 2  4650  2.40



決勝 7月9日 10:00

 ３回の
 最高記録

宮本 昇舞(2)   6.79  6.98  6.74   6.98    x    x   6.92   6.98 
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工業高   -0.7  -1.4  -1.6   -1.4               -1.7   -1.4
荒井 陽呂実(2)    x    x   6.85   6.85   5.54  6.77  6.61   6.85 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 飯山               +0.2   +0.2   +2.0  -1.2  -1.4   +0.2
佐藤 智哉(2)   6.61  6.68  6.61   6.68   6.72  6.78  6.56   6.78 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 諏訪理科大   -1.9  -0.3  -0.5   -0.3   +1.0  -1.0  -1.3   -1.0
柿澤 一護(1)   6.53   x   6.51   6.53    x    x    x    6.53 
ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 長野俊英高   -1.8        -0.8   -1.8                      -1.8
若林 圭汰(2)   6.19  6.46   x    6.46   6.23  6.18   x    6.46 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 信州大   -1.5   0.0          0.0   -0.1  -1.0          0.0
小山 和馬(3)   6.32  6.44   x    6.44   6.37  6.43  6.42   6.44 
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 信州大   -1.4   0.0          0.0   -1.8  +0.5  -1.4    0.0
栁澤 孔軌(2)   5.61  5.51  5.95   5.95   4.01  5.70  4.21   5.95 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 野沢南高   -1.2   0.0   0.0    0.0   -1.8  +0.1  -0.9    0.0
筒木 順(2)    x   5.76  5.65   5.76   4.12  5.80  3.96   5.80 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ 松本国際高         -0.7  -0.8   -0.7   -2.0   0.0  -1.7    0.0
林 瑞己(1)   5.39  5.59  5.50   5.59             5.59 
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 松本国際高   -1.6  -1.7   0.0   -1.7                      -1.7
戸枝 篤志(2)   5.19  5.04  5.12   5.19             5.19 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC   -1.6  -1.0  -0.1   -1.6                      -1.6
木下 航希(1)   5.05  4.74  4.88   5.05             5.05 
ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 諏訪二葉高   -1.6  -0.4  +0.3   -1.6                      -1.6

備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 7  1169

2 11   801

3 10   138

4 8  3127

5 5   132

6 9   133

7 4  1559

8 6  2523

11 1   135

9 3  2505

10 2  1671



決勝 7月9日 14:30

大会記録(CR)               15.06 宮沢 英明                    東部高教         1977        

 ３回の
 最高記録

佐藤 智哉(2)  12.63  12.72  12.78   12.78  12.43  13.03    x   13.03 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 諏訪理科大   +0.1   +0.6   +0.6    +0.6   +0.5   +0.8          +0.8
筒木 順(2)  12.74  12.06  12.53   12.74  12.96    x  12.64   12.96 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ 松本国際高   +2.1   +0.2   +0.4    +2.1   +0.1         +0.5    +0.1
林 瑞己(1)  11.87    x  10.91   11.87  12.08  11.65  11.81   12.08 
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 松本国際高   +0.5          0.0    +0.5   +0.2   +2.0   +0.9    +0.2
栁澤 孔軌(2)  11.45    x  11.51   11.51  11.26  11.40    x   11.51 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 野沢南高   +1.2         +1.0    +1.0   +0.7   +2.1          +1.0

備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 3   138

2 4  2523

3 1  2505

4 2  1559



決勝 7月9日 12:00

大会記録(CR)               6.52 金田 晃典                    相森中           1987        

 ３回の
 最高記録

山浦 珠宇(3)   5.81   5.82   5.80    5.82   5.82   6.10   5.95    6.10 
ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ 望月AC   +1.9   +0.6   +0.1    +0.6   +0.9   +3.0   +0.7    +3.0
田島 一輝(3)   5.67   5.36   5.40    5.67   5.33   5.32   5.49    5.67 
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC   +2.1   +3.0   +1.8    +2.1   +0.7   +1.7   +0.9    +2.1
小林 美海(3)    x    x   5.23    5.23   5.63    x   5.55    5.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC               +1.8    +1.8   +0.5         +2.3    +0.5
藤森 祐吏(2)   5.23   5.19   5.10    5.23   5.16   5.27   5.23    5.27 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾘ 諏訪市陸協   +2.0   +2.2   +1.1    +2.0   +0.8   +1.3   +0.6    +1.3
保科 承太郎(3)   5.20   5.07   5.14    5.20    -    x    x    5.20 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC   +0.8   +2.4   +0.6    +0.8                      +0.8
山浦 英純(1)   4.96   5.09   4.63    5.09   5.18   5.13    x    5.18 
ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 野沢中   +1.3   +2.0   +0.6    +2.0   +2.5   +1.5          +2.5
清野 侑弘(3)    x   4.94   4.91    4.94    -   5.10   4.85    5.10 
ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月AC         -0.5   +0.3    -0.5         +1.4   +1.8    +1.4
遠藤 大志(3)   5.02   4.80   4.63    5.02   4.76   4.60   4.73    5.02 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平   +1.7   +2.1   +1.6    +1.7   +2.5   +2.0   +0.9    +1.7
小池 秀吾(1)   4.35   4.13   4.20    4.35             4.35 
ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ T&F佐久平   +0.9   +1.8   +2.0    +0.9                      +0.9
寺澤 柊羽(1)   4.32    x   4.11    4.32             4.32 
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳﾜ 望月AC   +2.1         +2.4    +2.1                      +2.1
柳澤 雄飛(1)   4.27   4.29   4.20    4.29             4.29 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC   +0.9   +2.5   +0.1    +2.5                      +2.5
清野 兼宥(1)   4.28    x    x    4.28             4.28 
ｷﾖﾉ ｹﾝｳ 望月AC   +1.7                +1.7                      +1.7
市村 璃恩(1)    x   4.01   4.19    4.19             4.19 
ｲﾁﾑﾗ ﾘｵﾝ 軽井沢中         +1.1   +1.8    +1.8                      +1.8
中島 翔生(1)    x    x   3.80    3.80             3.80 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲ 野沢中               +0.5    +0.5                      +0.5
橋爪 優(1)    x   3.71    x    3.71             3.71 
ﾊｼｽﾞﾒ ﾕｳ 真田ｸﾗﾌﾞ         +1.3          +1.3                      +1.3
関口 誠人(1)   3.64   3.64   3.50    3.64             3.64 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 真田中   +1.1   +2.7   +0.2    +1.1                      +1.1
岡村 佳晃(2)                            DNS
ｵｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ 裾花中                                                   
関 隼哉(1)                            DNS
ｾｷ ｼｭﾝﾔ 上田四中                                                   

備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 18  4192

2 16  4190

3 17  4189

4 12  7750

5 10  4193

6 14  4092

7 15  4191

8 13  4021

9 8  4810

10 9  4186

11 5  4183

12 3  4185

13 6  4224

14 11  4093

15 2  4600

16 1  4427

4  5715

7  4655



決勝 7月9日 14:30

大会記録(CR)                62.98 福島 恵                      ミヤノ           1987        

 ３回の
 最高記録

矢ヶ崎 奨
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田信金
斉藤 元気
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 上田市陸協
伊藤 文
ｲﾄｳ ﾌﾞﾝ 長野市陸協
梶川 新(3)
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 松本国際高
村越 香弥(2)
ﾑﾗｺｼ ｺｳﾔ 長野大
松澤 尚弥(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高
鶴見 冬馬(2)
ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ 松本美須々ヶ丘
出浦 榛希(3)
ｲﾃﾞｳﾗ ﾊﾙｷ 松本美須々ヶ丘
池田 渓人(1)
ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 長野工業高
真鍋 優介(1)
ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 長野工業高
横沢 颯太(2)
ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ 松本国際高
山﨑 琳太郎(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野西高
小栗 聡真(2) DNS
ｵｸﾞﾘ ｿｳﾏ 長野俊英高

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 11   119  51.93 47.54

1 13   120  59.24   -

 52.14  52.14    x    x  49.79 52.14 

  59.24    -    -    -  59.24  54.87

4 12  2511  47.18   x

3 10   144  46.68 45.19

 45.78  47.18  46.71 45.04 46.53 47.18 

  47.70    x    x  43.96 47.70  47.70

6 9  2509  36.95 40.35

5 6   146  43.61   x

 36.09  40.35  38.44 42.44 35.84 42.44 

  43.61    x    x  43.54 43.61    x

8 7  3129    x  35.17

7 5  2342  36.56 28.89

   x   35.17    x    x    -  35.17 

  36.56  30.87 32.99 36.22 36.56  24.54

10 2  1177    x  27.45

9 3  1179  33.50   x

   x   27.45           27.45 

  33.50           33.50    x

12 4  1097    x  25.23

11 1  2513  21.77 20.06

   x   25.23           25.23 

  25.31           25.31  25.31

                 8  2344          



決勝 7月9日 13:00

大会記録(CR)                52.88 手塚 嵐太                    小諸東中         2019        

 ３回の
 最高記録

田中 朗真(3) 大会新
ﾀﾅｶ ﾛｳﾏ 飯山城南中
内藤 馨(2)
ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 真田ｸﾗﾌﾞ
田島 一輝(3)
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC
赤尾 悠斗(2)
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 浅間中
宇都宮 蓮(1)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾚﾝ 軽井沢中
佐藤 滉馬(3)
ｻﾄｳ ｺｳﾏ 飯山城南中
髙橋 侑悟(1)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC
佐藤 陽(1)
ｻﾄｳ ﾊﾙ 軽井沢中
長谷川 漣(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ 若穂中
保科 承太郎(3)
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC
山宮 圭貴(1)
ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田中
小池 秀吾(1)
ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ T&F佐久平
相澤 凌芽(1)
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ 若穂中
関口 誠人(1)
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 真田中

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 13  4630
 42.33    x

1 14  5329
 54.91  47.25

 48.84   48.84  45.36    x  21.79  48.84 

  54.91  44.60    x    x  54.91  52.77

4 12  4138
 39.21    x

3 11  4190
 44.00    -

 37.30   39.21    x    x  41.69  41.69 

  44.00    -  21.29  24.65  44.00    -

6 7  5338
 33.65  20.29

5 9  4227
 31.75    x

 28.40   33.65  22.62    x  27.56  33.65 

  31.75  28.36  34.33    x  34.33  28.54

8 2  4229
   x  18.49

7 5  4184
 31.38  31.47

 27.82   27.82    x  23.44  20.51  27.82 

  31.47  30.54  31.16  31.83  31.83  30.28

10 8  4193
 26.39  17.31

9 10  5919
 25.46  21.75

 24.52   26.39           26.39 

  27.72           27.72  27.72

12 6  4810
   x  23.47

11 1  4423
 23.42  23.75

 23.64   23.64           23.64 

  23.75           23.75  23.40

14 3  4427
 13.82  16.83

13 4  5916
 19.44  22.76

 14.41   16.83           16.83 

  22.76           22.76  20.84



決勝 7月9日 11:30

CR          13.54 太田 豊                      白馬体協         1986        

 ３回の
 最高記録

上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
上原 隆伸 DNS
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 7月9日 11:30

CR          12.19 田近 資武                    王滝中           2019        

 ３回の
 最高記録

西川 大観(2)
ﾆｼｶﾜ ﾀｲｶﾝ 上田第五中
伊藤 漣(1)
ｲﾄｳ ﾚﾝ 裾花中
北澤 鉄斗(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾄ 丸子北中
近藤 優一(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 北安松川中
田中 一真(2) DNS
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 上田第五中

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2   110       

1 1   111    x   6.60

                    

   6.60    x    x   6.61  6.61    x

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 4  5728   6.20  6.18

1 3  4677   6.83  6.67

  6.80    6.80    x   6.81  7.31   7.31 

   6.83   7.31    x   7.00   7.31   6.58

4 1  6783   4.83  3.89

3 5  4495   6.79  6.92

  4.64    4.83   4.95  4.51  4.80   4.95 

   7.13    x   6.76  6.27   7.13   7.13

                 2  4689          



P. 20

第74回全信州陸上競技大会
主催：上田市　上田市教育委員会　上田市体育協会　

招集所審判長
投てき審判長 内堀　俊彦
記録主任 横沢　和樹

笹野 弘充 上田市陸協
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ ｳｴﾀﾞｼﾘｯｷｮｳ
上條 健 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞｴｰｼｰ
上原 隆伸 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 DNS
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ

招集所審判長
投てき審判長 内堀　俊彦
記録主任 横沢　和樹

田近 資武(3) 木曽青峰高
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ
木藤 誉秀阿(2) 佐久平総合高
ｷﾄﾞｳ  ｼﾞｮｼｭｱ ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ
依田 遼(2) 野沢南高
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ
井澤 眞成(1) 松本国際高 DNS
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ
髙橋 勇翔(3) 松本国際高 DNS
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ

   

   

4 2508
                  

3 2503
                  

 27.63

3 1 1563
 22.75    x    x    x    x    x  22.75

2 2 1628
 23.64  21.25    x  27.55  27.63  25.06

備考

1 5 1949
 31.31  33.39  32.78  33.00  32.92    x

-２- -３- -４- -５- -６- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１-

 33.39

   

競技結果        高校男子     円盤投(1.750kg) 決勝      
2022/07/09 11:03

 19.22

2  110
                  

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１-

 37.83

2 1  111
 17.18  19.22    x  18.58  16.96    x

競技結果        男子          円盤投(2.000kg) 決勝      
2022/07/09 11:03

備考

1 3  118
 37.83  37.03    x    x    x    x

-２- -３- -４- -５- -６- 記録順位 試技

_______________________________________________________________________________________________________________________
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